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はじめに 

 

 神奈川県では、「いのちが輝き、誰もが元気で長生きできる神奈川」の実現

に向け、「県民健康づくり運動 かながわ健康プラン２１（第２次）」を策定

し、県民誰もが健康で生き生きとした自分らしい生活が送れるよう、生活習慣

病等の発病を予防する一次予防に重点を置いた対策を推進するとともに、全て

のライフステージにおける心とからだの機能・向上に取組み、「健康寿命の延

伸」を図っています。 

 健康づくりの分野においては、科学的根拠に基づいた施策の企画・立案・評

価が重要なことから、本県では５年ごとに県民健康・栄養調査を実施し、栄養

や運動などの健康づくり全般にわたる県民の状態を把握し、食生活の改善や健

康増進対策に必要な基礎資料としています。 

本報告書は、平成 25年から 27年にわたり実施した調査の結果をまとめたも

のであり、「かながわ健康プラン２１（第２次）」や「第２次神奈川県食育推

進計画（食みらい かながわプラン２０１３）」の評価のほか、今後の県民の

皆様の健康づくり推進のために活用してまいります。 

また、市町村の健康施策の立案、関係団体の活動計画の作成等、様々な分野

で活用されますと幸いです。 

終わりに、この調査の実施、集計、解析等に多大なご協力をいただきました

関係機関の皆様、また、調査の実施にあたりご協力いただきました県民の皆様

に心から厚くお礼申し上げます。 

 

平成２９年５月  

 

神奈川県保健福祉局保健医療部健康増進課長  鈴木 慎一 



第１章　調査の概要

１　調査の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１　

２　調査対象 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１　

　（１）調査対象 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１　

　（２）年齢階級別集計客対数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１　

３　調査内容及び対象年齢 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２　

　（１）調査項目及び対象年齢 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２　

　（２）調査時期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３　

４　調査要項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３　

　（１）調査員の構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３　

　（２）調査方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３　

　（３）調査に関する秘密の保持 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６　

５　本書利用上の留意点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７　

　（１）栄養素等摂取量の算出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７　

　（２）食品群分類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７　

　（３）食品群／栄養素等摂取量の分布 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７　

　（４）食事内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７　

　（５）肥満の判定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８　

　（６）血圧の分類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８　

　（７）“メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の疑い”の判定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・９　

　（８）“糖尿病が強く疑われる者”、“糖尿病の可能性を否定できない者”の判定 ・・・・・・・・９　

　（９）その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９　

６　調査の機関と組織 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９　

７　結果の集計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10　

第２章　結果の概要

調査結果要約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17　

１　栄養・食生活に関する状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21　

　（１）栄養素等摂取状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21　

     ア　栄養素等摂取量（1日あたり平均・総数） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21　

　（２）食品群別摂取状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22　

     イ　食品群別摂取量（1日あたり平均・総数） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22　

　　 図１　穀類、米・加工品の摂取量の経年変化(20歳以上)(総数) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・23　

　　 図２　穀類、米・加工品の摂取量の経年変化(20歳以上)(男性) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・23　

　　 図３　穀類、米・加工品の摂取量の経年変化(20歳以上)(女性) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・23　

　（３）食塩摂取量の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24　

　　 図４　食塩摂取量の平均値(20歳以上)(性・年齢階級別) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24　

　　 図５　食塩摂一日摂取量が８g未満の者の割合（20歳以上・性・年齢階級別） ・・・・・・・24　

　　 図６　食塩摂取量の平均値の年次推移(20歳以上)(平成21年～27年) ・・・・・・・・・・・・・25　

目　　　　　　　　次



　（４）野菜摂取量の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26　

　　 図７　野菜摂取量の平均値（20歳以上　性・年齢階級別） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26　

　　 図８　野菜の一日あたり摂取量350g以上の者の割合（20歳以上　性・年齢階級別） ・・・・26　

　　 図９　野菜の一日あたり摂取量350g以上の者の割合の比較 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27　

　　　　　　（20歳以上　性・年齢階級別）

　　 図10　野菜の一日あたり摂取量350g以上の者の割合の経年変化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27　

　　　　　　（20歳以上　性・年齢階級別）

　（５）果物摂取状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28　

　　 図11　果物摂取量の平均値（20歳以上　性・年齢階級別） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28　

　　 図12　果物一日摂取量100g未満の者の割合（20歳以上　性・年齢階級別） ・・・・・・・・28　

　　 図13　果実類（ジャムを除く）摂取量100g未満の者の割合の比較 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・29　

　　　　 　　（20歳以上　総数・性・年齢階級別）

　（６）朝食の欠食に関する状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30　

　　 図14　朝食の欠食率の内訳（1歳以上　性・年齢階級別） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30　

　（７）主食・主菜・副菜の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31　

　　 図15　「主食・主菜・副菜を組み合わせた食事１日２回以上」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31　

　　　　　　がほぼ毎日の者の割合（20歳以上　性・年齢階級別）

　　 図16　1日２回以上主食・主菜・副菜をそろえて食べている人の割合 ・・・・・・・・・・・・・・31　

（20歳以上　性・年齢階級別）

　（８）脂肪エネルギー比率 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32　

　　 図17　脂肪エネルギー比率の状況　(1歳以上、性・年齢階級別) ・・・・・・・・・・・・・・・32　

　　 図18　PFC比率の状況　(20歳以上、性・年齢階級別) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32　

２　身体・運動・休養等に関する状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33　

　（１）肥満とやせの状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33　

　　 図19　肥満者(BMI≧25kg/㎡)の割合(20歳以上、性・年齢階級別) ・・・・・・・・・・・・・・33　

　　 図20　やせの者(BMI＜18.5kg/㎡の割合(20歳以上、性・年齢階級別)　 ・・・・・・・・・・・・・・33　

　（２）血圧の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34　

　　 図21　収縮期（最高）血圧の平均値（40歳以上　性・年齢階級別） ・・・・・・・・・・・・・・・・・34　

　（３）ＬＤＬコレステロールに関する状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34　

　　 図22　血清LDLコレステロール160mg/dl以上の割合（40～79歳 性別） ・・・・・・・・・・・34　

　（４）糖尿病に関する状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35　

　　 図23　HbA1c（NGSP値）8.4％以上の者の割合（20歳以上　性別） ・・・・・・・・・・・・35　

　（５）運動の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36　

　　 図24　運動習慣の状況（20歳以上　性・年齢階級別） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36　

　（６）歩数の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37　

　　 図25　歩数の平均値（20歳以上　性・年齢階級別） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37　

　　 図26　高齢者の歩数の状況（65～74歳、75歳以上） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38　

　　 図27　歩数の年次推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38　

　（７）睡眠時間の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39　

　　 図28　1日の平均睡眠時間（20歳以上、性・年齢階級別） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39　

　（８）睡眠の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40　

　　 図29　目覚めた時に疲労感が残る人の割合（15歳以上、性・年齢階級別） ・・・・・・・・・40　

３　飲酒・喫煙に関する状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41　



　（１）飲酒習慣 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41　

　　 図30　生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の状況（20歳以上、性・年齢階級別）・・41　

　（２）喫煙の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42　

　　 図31　現在習慣的に喫煙している者の割合（20歳以上 性・年齢階級別） ・・・・・・・・・42　

　（３）未成年の飲酒・喫煙状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43　

　　 図32　未成年者の飲酒習慣の状況（15歳～19歳 性別） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43　

　　 図33　未成年者の喫煙習慣の状況（15歳～20歳 性別） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43　

４　歯の健康に関する状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44　

　（１）歯の本数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44　

　　 図34　20本以上自分の歯を有する者の状況(20歳以上、性・年齢階級別) ・・・・・・・・・44　

　　 図35　80歳（75～84歳）で20本以上自分の歯を有する者の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・44　

　（２）不自由なく食べられる状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45　

　　 図36　不自由なく食べられる人の割合(15歳以上、性・年齢階級別) ・・・・・・・・・・・・・・・・45　

　（３）歯間清掃用具の使用状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45　

　　 図37　歯間清掃用具の使用状況(15歳以上、性・年齢階級別) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・45　

５　糖尿病等に関する状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46　
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　　 図38　糖尿病治療継続者の割合（20歳以上　年齢階級別） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・46　

　（２）慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）認知度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47　

　　 図39　慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）認知度の状況（20歳以上　性別） ・・・・・・・・・・・47　

　（３）ロコモティブシンドローム認知度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47　

　　 図40　ロコモティブシンドローム認知度の状況（20歳以上　性別）　 ・・・・・・・・・・・・・・47　
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